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おかげさまで  2 5 t h  A n n i v e r s a r y

理念 運営方針

1.利用者中心のサービス
4.職員・組織の向上

2.快適な環境の整備
5.健全な法人経営

3.地域社会への貢献

おかげさまで  2 5 t h  A n n i v e r s a r y
オアシス広報誌（季刊）：［アズール］2022 Vol.55：発行責任者／神田稔幸
○アズールとは…宝石のラピスラズリの色。明るく鮮やかな青。海の色、空の色。オアシスのイメージカラー。

○ 4 月の花／チューリップ：花言葉『博愛』『思いやり』○ 4 月の花／チューリップ：花言葉『博愛』『思いやり』
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　 優しさと上質を備えた新感覚デイケア
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通所リハビリテーション
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青木  秀敏管理本部 業務部　次長

　貴方はコーヒー派ですか、それ
ともお茶派ですか。私は断然コー
ヒー派です。

　朝、仕事前に一
杯、仕事中に数杯、自

宅でも食後に一杯とコーヒーを飲まない
日はありません。日に5～6杯は普通に飲
みます。ほとんどは手軽なインスタントで
すが、最近本格ドリップに凝りだしまし
た。まず器具を揃えました。次に専門店で
お気に入りのコーヒー豆を選びます。その
豆を好みの粗さに慎重にミルで挽き、1g
単位で量を計ります。コーヒー好きの間で

評判の良いドリッパーに、フィルターと挽き豆をセットし、専
用のポットで90℃に保った規定量のお湯を少しずつ時間
をかけて注いでいきます。立ち上る香気と共に、美しい褐色

のコーヒーでサーバーが満たされ、気分は
もう完全にバリスタです。家族は呆れ顔
ですが、お相伴にあずかろうと文句は言
いません。「にわかバリスタ」でも手間ひま
を掛け、丁寧に淹れたコーヒーの味は格
別です。疲れを癒し、気分を落ち着かせ、
満ち足りた時を与えてくれます。
　日々仕事に励み、お疲れの皆様、手軽な
リラックス法として、ドリップコーヒーを楽
しんでみてはいかがでしょうか。

特別養護老人ホーム

公文レイナ 風水公文レイナ 風水の公文レイナ 風水
九星別の運勢、方位と指針九星別の運勢、方位と指針

ちょこっと Oasis Counseling Room
（オアシス カウンセリングルーム）の
公文レイナ先生に風水を生活に
取り入れて開運していく方法を、
ご紹介していただきます！

あなたの  〇〇あなたの  〇〇 管理栄養士 福間  朋実あなたの  〇〇
「田舎で過ごした時間」財財 産産
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グされた正確な情報、ワクチン接種を始めとする効果的な感
染防止対策も広く浸透し、オミクロン株の爆発的感染拡大に
も比較的冷静に対応できているのではないでしょうか。そして
ウクライナ・ロシア戦争が終結し、ポストコロナ、「抑圧された
需要」の開放による急激な世界的景気回復が落ち着く頃、
ニューノーマルやグレートリセット等、生活様式の大きな変化
に順応している「成長の真実」に気づくのかもしれません。　
　ニューヨーク留学時、バンカーズランプが目に優しい深夜の
大学院図書館、「価格弾性」について共同研究していたスカー
リーのプラチナブロンドから放たれるシダーウッドやフローラ
ルの香りに包まれ、研究を忘れ傾眠していた日々。午前5時の
カフェテリア、ベーグルサンド片手に博士論文をリライトしてい
たクレアから瞳の色が体調で毎日変わる事実を知った驚き。
2045年シンギュラリティを超え、「アンドロイドが電気羊の夢
を見る」頃、すべての記憶はデジタルデータとして記録で残る
のでしょうか？ 人の心、感情は・・・？ 医療・介護の在り方、
健康や寿命に対する考え方も変化を超越し、想像を超えた次
元に到達していることでしょう。
　Time is fly ing so fast！ 体験できる「時」がある皆さんは
「導かれています」・・・ね。　

The Future is Always Beginning Now.

未来はいつも

　「今」始まっている

未来はいつも

　「今」始まっている

未来はいつも

　「今」始まっている

　春爛漫の季節を迎え、皆様ますますご健勝のこととお慶
び申し上げます。2019年4月にオアシス入職以来、職員、関
係者皆様のご支援やご指導に心よりお礼申し上げます。
　制度ビジネスである介護事業に於いて一般的な経営戦略
やマーケティング手法の適用は難しく、更に新型コロナ禍に
よる多くの制約・制限下では、過去の成功体験に捕らわれ
ない、より柔軟で迅速な業務遂行が必要不可欠です。その
中で、決められたルールの遵守は事業を問わずとても重要
であり、ルールを守る皆さんの心の健康が「成功へのカギ」
であると考えています。組織は目に見えない「入れ物」であ
り、その組織を構成しているのは皆さん一人一人の存在です。
心が疲れ、心のつながりが希薄なチームは問題が多発し、
職務もスムーズに遂行されません。大きな事象は小さな事象
の積み上がったもの、小さな問題を放置して、大きな問題の
解決は不可能です。小さな仕事を丁寧にできないのに、大き
な仕事を成し遂げる事はできません。計画や決定が独りよ
がりに、規則が形骸化しないように、「声なき声」に耳を傾
けながら前進するように心掛けています。
　新型コロナウイルスとの2年に亘る闘い、当初は情報が錯
綜し、未知への不安や恐怖から感染者数の増減に世界中が
振り回されていた感があります。時の流れと共にフィルタリン
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神田 稔幸

営業本部  部長

/

［栄養科］

私の財産は幼少期から高校を卒業するまで田舎で育ったことです。
学校の授業で田植えや手作業での稲刈りがあり、冬はその収穫したもち米で地域のご高齢の方と
一緒にお餅つきをし、出来立てのお餅を食べました。夏は近所のお姉さんに家から歩いて行ける距
離にある川底が見えるほどきれいな川に泳ぎに連れて行ってもらうなど、幼い頃から地域の繋がり
の中で過ごしてきました。都会で暮らし始めてその時間がいかに贅沢で貴重な時間であったかを感じ
るようになりました。そのような社会の繋がりの中で学んだことを少しでも仕事で活かせるようにしていきたいと思います。

口下手なお子様は協調性
を養う指導を。勉強や仕事
は最大限に積極性で吉。六

白、八白、九紫の人が助け船。中高年
は将来の安定に準備しましょう。腰
痛に注意。吉方位は南や北西、凶方
位は東北、南東、西南。

二黒
土星

お子様は男女とも知育に尽
力を。後厄の人は事故に注
意。業務は辛いが期待され

る年で誠実に対処が吉。歯の健康に
留意。吉方位は西、北、北東。凶は東、
南東、北西。中年以降は北がより吉。
凶は西北、南東。

六白
金星

三碧のお子様に金銭の与
え過ぎはNG。問題は一白、
四緑、目上の九紫の人が助

け船。良くも悪くも秘密がバレやすい
年。友人関係の復活があります。吉
方位は北、凶は東、北東、とくに西方
位は遊び癖がつきますよ。 

三碧
木星

ライバル対処と迷いは一白
や九紫の友達作りで吉。嫌
いな人にも積極の心とソフ

トに。呼吸器や腸に弱点。運気が悪
いと感じたら明るく社交的に。吉方
位は北、成人以降は南も吉。ピンチ
は東方位を活用。凶は西南と北西。

四緑
木星

お子様は知的好奇心に満
ちる年、自力で意思を決定
して吉。消極策は運を取ら

れる。夏場の開業は避けること。六白
の人が助け舟。吉方位は南と北西、
成人は南南西、西も吉。凶は北と東、
南東。凶方位は自信を喪失する。

五黄
土星

お子様は遊び心が出やす
い。窮すれば通じ、困った時
は支援ある年。お相手を立

て年の後半は気力がアップ。一白、二
黒、六白、八白の人が吉。吉方位は北
西、北、東北。凶は南、西方位は陽気
が陰に変化し特に注意。

七赤
金星

お子様は負けん気が強く悪
友接近の暗示。強運の年だ
が裏切り、信頼が交互に来

る。鬼門→生門と捉えてストレスに
注意。相性の良い人とタッグを組み
吉。吉方位は北西と北、西、南。凶は
南東と東、東北、西南。

八白
土星

お子様は善導から大きく成
長。九紫と三碧また九紫と
八白のご夫婦は最上運。弱

点は目、胃腸、心臓に注意。また、六白
の人とは大凶が大吉に変化。吉方位
は東と南東、凶は北、西北、とくに南
はトラブル多し。

九紫
火星

目的に向かって諦めず進み
ましょう。30代の方は人生
の分岐点。三碧と七赤の人

と西に住まう六白生まれの人が助け
船。交際する人をしっかり見極めて。
吉方位は西と南東、凶は南と東北、北
方位の活用は大凶。

一白
水星

2022年（令和4年）、九星別の運勢を見ていきましょう

オアシスでは福利厚生の一環として、職員はパートさんも含め全員が木下内科クリニックを無料で受診
できます。以前、急に体調を崩した時、コロナ禍であるにも関わらず迅速に対応していただき本当に助か
りました。安心して診ていただくことができるクリニックが法人内にあるのはとても心強いです。




